
宮城県助産師会だより 

発行日 2020年6月 第 31 号            一般社団法人宮城県助産師会 宮城県助産師会のロゴマーク 

～巻頭言～ 

さて、5月の理事・委員会は初の遠隔会議で行い、7月からは厚生労働省の要請による新型コロナウィルス感染症に関連し

た電話相談（宮城県からの委託事業）も実施していく予定です。まだ油断できない状況ですので、気を引き締めて、新しい

日常を過ごし、助産師としての力を発揮していきましょう。微力ですが、よろしくお願いいたします。 

1 

宮城県助産師会だより 

代表理事（会長） 塩野悦子 

このたび、宮城県助産師会会長となりました塩野悦子です。どうぞよろしくお願い申し上げます。本来なら

令和2年度一般社団法人宮城県助産師会総会（2020年4月18日実施予定）で皆様に直接ご挨拶をするところでした

が、新型コロナウィルス感染対応のために中止となり、この機関紙で初めて皆様にご挨拶する運びとなった次第

です。長年、会長としてご活躍なさってきた後藤美子前会長は、東日本大震災直後の大変な事態の際に就任さ

れ、宮城県の数々の新たな母子保健事業ならびに復興事業、他助産師会の連携作りに貢献なさってこられまし

た。この場をお借りして心より感謝申し上げます。また、非常事態宣言直前には後藤前会長から無事に引き継ぎ

を済ませました。荷物を解き始めると、歴史ある宮城県助産師会の資料や功績の品々を手にして、会長を引き継

いだ重みを感じた次第です。しかし、折しも私の勤務先である宮城大学では全てオンライン授業となるため、こ

の未知の方法を身に着けるのに必死でした。要するにこの4月は私にとって２つの初体験が同時に押し寄せたこ

とになります。それから、日本助産師会からは、新型コロナウィルスに関連した多数の重要なメールが飛び込んでくるようにな

り、以下の2点について着手することになりました。 

1つ目は「COVID-19による助産師業務と妊産婦への影響の実態

調査」（対象：宮城県助産師会会員）の実施です。宮城県助産

師会として現状を把握して、県知事や市長に要望書を提出する

ためでした。結果として、COVID-19によって90％の助産師が影

響を受け、その多くが、個別対応に追われ、以前のように妊産

婦の不安に寄り添えないこと、防護具不足から言い知れぬ感染

の不安を経験していること等がわかり、要望書に、助産師や妊

産婦への防護具の配布と検査実施、オンラインや電話相談の実

施、最前線の医療スタッフの精神的ケアを要望書に入れた次第

です。ご多用のなか、本調査にご協力いただいた会員の皆様に

は心より厚く御礼申し上げます。 

2つ目は連休期間（4/29～5/6）の「MIYAGI助産師

電話相談」の開設です。役員LINEを開設したおかげ

で、情報共有が迅速に行われ、役員有志7名が日替

わりで担当しました。対応件数は21件で、相談内容

は、授乳9件、精神面6件、身体面5件、赤ちゃんの

事4件、感染不安3件、里帰り関連等3件でした（相

談内容30件）。8割の方が電話を切られる時には安

心なさった様子で、電話相談としての役目はほぼ発

揮できたと実感しております。 

代表理事就任の挨拶 

宮城県助産師

会HPに掲載 

宛名は宮城県知事様、仙台市長様

それぞれに提出しました。 
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令和2年度（第11回）一般社団法人宮城県助産師会通常総会・紙上開催結果報告 
前代表理事（会長） 後藤美子 

今回の総会で役員・委員で永年、尽力いただきました山岸和子理事、石川初枝監事、齋藤清子会計監査、横江紀子勤務

部会長が勇退されました。改めて感謝申し上げます。私、後藤美子も8年間代表理事として、多くの経験と学びをさせて

いただきました。代表理事としての活動は役員・委員・会員の皆様のご協力によりできたことです。至らぬ点も多々あっ

たと思います。改めて感謝申し上げます。今後は監事として活動させていただくことになりました。今後ともよろしくお

願いいたします。 

これからは新会長の元、新たな活動をさらに活発にできることを願っております。 

新型コロナウイルスの1日も早い終息を願うとともに、会員の皆様のご活躍とご健勝をお祈りいたします。 
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新型コロナウイルスの蔓延に伴い、令和2年年度（第11回）一般社団法人宮城県助産師会通常総会は紙上開催（一

般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第58条社員総会の決議の省略）となりました。下記のスケジュールで

総会を実施しました。 

【書面議決結果】  

 役員の選任 不信任0 候補役員全員信任 

＜審議事項＞ 

  第1号議案（令和2年度事業計画案）不承認 ０ 

  第2号議案（令和2年度予算案）不承認 ０ 

  第3号議案（代議員選任）不承認 ０ 

  第4号議案 会員からの提案 なし 

提出議案は全て承認 

 3月1日；選挙管理委員の任命（笠松愛子氏、佐藤祥子氏、小林久美氏） 

 4月1日；新型コロナウイルスの蔓延に伴い、通常総会・紙上開催の決定 

 4月2日；緊急連絡網にて会員へ通常総会・紙上開催の通知の依頼 

 4月12日；会員へ総会資料、書面議決書はがきの送付 

 4月18日；書面議決書締め切り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4月19日；ホームページに通常総会・紙上開催の書面議決結果を掲載し会員へ報告 

    選挙管理委員会に役員選任の結果を書面にて報告 

 以上経過です。会員の皆様のご協力により、無事終了することができました。有難うございました。 

通常総会・紙上開催は東日本大震災時の時以来、2回目の経験でしたが、選挙は初めてでしたのでどのようにしたらよいか迷

いました。書面決議書のはがきは不信任、不承認の場合のみ投函していただくことにいたしました。 

（使用しなかったはがきは換金可能ですのでご活用ください。) 

＊【一般社団法人及び一般財団法人 

に関する法律】 

 

（社員総会の決議の省略） 第58条  

理事又は社員が社員総会の目的である事

項について提案をした場合において、当

該提案につき社員の全員が書面又は電磁

的記録により同意の意思表示をしたとき

は、当該提案を可決する旨の社員総会の

決議があったものとみなす。 

様々な場面での活動 お疲れ様でした 



役員・委員退任のご挨拶 

宮城県助産師会だより 
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 宮城県助産師会に入会して20年になりまし

た。その内15年間、副会長、みやぎ子育て・女

性健康支援センター代表等の役員を務めて参り

ました。この度、退任させていただきます。会

員皆様の温かいお声を頂きながら、会の運営、

電話相談、講演事業、会員のまとめ役として関

わって参りました。 

 この会の活動を通して、助産師という素晴らしい職業を学

ぶことが出来た事、感謝申し上げます。会員皆様の今後のご

活躍をお祈りいたします。 

石川初枝             

 長いこと会計に携わってきましたが、中で

も、震災時の支援金への対応や、法人を設立し

てからの会計処理・税務関係等に苦慮したこと

が印象深いです。皆様のご協力、ご支援をいた

だき何とかやってこれました。全くの素人だっ

たにもかかわらず、いろいろ勉強させていただ

き感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 会の今後の益々の発展をお祈りいたします。 

山岸和子 

薄暑のみぎり、会員の皆様におかれましても

この未曾有の災禍とはいえ、一人ひとりが協力

しながらこの難局に立ち向かわれていることと

思います。 

この度、勤務助産所部会長を退任することと

なりました。本来であれば４月の総会にて皆様

にご挨拶をするべきところでしたが、コロナ禍の影響にて

紙面でのあいさつで失礼いたします。 

勤務部会長として５年間務めさせていただきました。至

らない点ばかりではありましたが、皆様からの温かい叱咤

激励の言葉をいただきたくさんのことを学ばせていただき

ました。北海道・東北地区研修を宮城県で開催する準備に

携わらせていただいたこと、じょさんしフェスタ、タク

シードライバー研修など、勤務していただけでは学べない

経験を重ねることができました。本当にありがとうござい

ました。 

横江紀子 

 会計監査でお世話なりました齋藤です。平成24

年から8年間にわたり色々ご教示頂き有難う御座

います。役員や会員の皆様に助けて頂きながら、

引継ぎ退任する事が出来てホッとしております。 

 これから理事・委員で宮城県助産師会の活動を

先導する皆様、大変な船出ですが宜しくお願いし

ます。又他の会員の皆様にお願いです。中からみて初めてわ

かる事、楽しい事もあり、是非理事・委員を経験して下さ

い。2年後の改選の時には、立候補が殺到するようお祈りし

てます。 

齋藤清子 

皆様ご活躍 ありがとうございました 
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   みやぎ子育て・女性健康支援センター終了のご挨拶 
みやぎ子育て・女性健康支援センター前代表 新田みつ子 

 みやぎ子育て・女性健康支援センターは、長きにわたり時代の変化に対応して参りました。 

 ネット社会の到来において、情報が氾濫しました。創設当初から続けてまいりました電話相談の相談内容の

複雑化は、一人の助産師のアドバイスでは限界があり対応が困難となっていきました。 

 電話相談を担当する助産師のストレスも大きく、継続していくことが困難と思いながらも、女性の支援を糧

に頑張ってまいりました。しかし、昨年、全国の助産師会の子育て・女性健康支援センターの集会でも問題に

挙げられておりましたように、後進が育たず、当会では継続が不可能と判断いたしました。 

 今年度5月31日を持ちまして、支援センター活動を終了いたします。当会会員の皆様始め他団体からの多大

なるご支援を頂き活動できましたことに感謝申し上げます。 

   電話・メール相談・講演事業・・・18年の足音 
みやぎ子育て・女性健康支援センター 前事務局 田村雪子 

みやぎ子育て・女性健康支援センターは、平成14年6月1日に設立し、令和2年5月31日に終了致しました。

「せんだい妊娠ほっとライン」仙台市委託業務は、平成25年度からお受けしておりました。 

18年余り継続しましたが、宮城県助産師会の組織編成に伴い、令和2年5月31日、終了するに至りました。 

相談件数、講演件数は表1の通りです。今回は、反省と多少の考察を加えご報告させて頂きます。 

匿名式の相談業務は、連携が必要と判断した時の相談者の了解が得られにくいという課題を痛感して参りま

した。ことに、近年は相談が複雑になっております。専門機関のご紹介が多くなりました。相談員が共通理解

し使用していました。相談者の情報収集先は、ネット検索が75％前後ですが、アナログな広報素材も有効でし

た。今後の広報活動の参考にして頂ければと考えます。 

また、日本助産師会、仙台市からの助成を受け、宮城県助産師会からの支出もかなりあっての継続でしたが、相談員の報酬を

助産師の専門性を考慮した額で確保できなかったのも問題と思います。 

最後になりますが、思春期保健教育、性教育分野に多くの助産師がご興味をお持ちになり、やる気を起こしたことは頼もしい

限りです。評価は、生徒さんと学校の先生です。今後とも、学校の教育指針と保健主事の先生と連携をとり、益々充実させてほ

しいと願っております。 

多くの皆様のご尽力とご指導を頂きながら、この日を迎えられたことに、深くお礼申し上げます。 

 

多くの皆様のご指導・ご尽力・ご協力に感謝申し上げます。（敬称略） 

総 括：後藤美子（前宮城県助産師会会長）新田みつ子（前支援センター代表） 

      石川初枝（元支援センター代表） 

会 計：山岸和子（前） 加藤由美（元） 伊藤範子（元） 

相談員：青木喜美代（故） 阿部美喜 阿部美由紀 石川初枝 枝並タキ 大泉智子 小野由紀子 

小山みね子 加藤美江子 高津真理子 今野馨子 高木恵美子 田村雪子 千坂芳恵  

藤島忍 本間由子 和田俊美    

 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 

相談件数 259 565 550 569 399 319 318 420 306 345 271 144 260 304 320 293 324 647  

講演件数 7 17 36 82 88 63 69 59 62 21 41 41 46 34 41 39 48 47  

5月に

て終了 

表1.開設時からの相談・講演件数 
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 安全委員、会計補佐を経て、今年度より理事（会

計）となりました。仙台市在住の鈴木智子です。岩

沼市のスズキ記念病院に勤務しています。 

 助産師会の事業もコロナ禍の影響であらゆる変革

が求められそうです。社会の変化に遅れず、助産師

会として役割が発揮できるように、財務管理をして参りま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 この度会計補佐となりました小野直子です。 

宮城県助産師会の委員となり3年目に入りました

が、まだ他の役員の皆さんに引っ張っていただい

ていることがほとんどです。 

 当初からの役割である安全対策委員とともに、

今回会計補佐ということで、与えられた役割をこなしていけ

るように頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしく

お願い致します。 

 今年度より勤務部会長を務めさせて頂きま

す、東北医科薬科大学病院の佐藤雪路と申しま

す。16年間スペルマン病院に勤務した後、一昨

年産科開設のタイミングで移りました。 

 微力ではありますが、施設間のつながり勤務

助産師のつながりを広めていけるよう、会員皆さまのご指導

ご協力を頂きながら頑張ります。どうぞよろしくお願いいた

します。  

 今年度から一般社団法人宮城県助産師会の

副会長になりました。保健指導部会長と兼任

の武者文子です。 

 COVID-19の影響で宮城県助産師会の事業も

様々中止になっておりますが、 10月のアドバ

ンス助産師の新規・更新申請にむけても準備

していかなければなりません。 研修などは教育委員と協力

してオンラインで実施していく予定です。しばらくは直接

お会いしてできることが少なくなってしまいますが、ママ

と赤ちゃんを中心とした私たちが関わるすべての人たちの

ためにできることをやってまいりましょう。より一層助産

師間での連携が大切になってくると感じています。私には

大役ですが力を尽くしてまいりたいと思います。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 今年度より広報委員を務めさせていただくこと

になりました根本靖子と申します。新生児訪問指

導員、両親学級の他、母子ケアサロン♪アンダン

テを主宰し産前産後の母子支援、性教育などに携

わっています。助産師会の更なる発展の一助とな

りますよう微力ながら務めさせて頂きます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

            理事・委員着任のご挨拶 

     みやぎ開業助産師マップの紹介と掲載基準変更について 

みやぎ助産師マップ係 佐藤由美子 佐藤真理子 嶋村陽子  

 COVID-19が全国的に流行している中、病院などで働かれている会員の皆さま感染予防・対策など大変お疲れさまで

す。2020年の新しいみやぎ開業助産師マップが出来上がりました。新たに19の助産院が掲載され、内容の変更箇所も

ございますので、手元に残っている古いマップは破棄願います。既に、市町村、病院等には新しいものを配布してお

ります。 

 

「みやぎ開業助産師マップ」掲載には，掲載基準を満たしている事が必要となります。令和３年度発行予定の開業助

産師マップ掲載希望の方は以下の基準をご確認ください。新型コロナウィルス感染症拡大防止による事業の縮小のた

め今年度に限り基準を修正しています。 

 

【掲載対象】助産所部会、保健指導部会で開業している方 

【掲載基準】 

 ①宮城県助産師会会員である ②会費の滞納がない ③賠償責任保険に加入している  

 ④1年間（令和2年1月～12月）で宮城県助産師会の事業に1回以上参加している 

 ⑤1年間（令和2年1月～12月）で宮城県助産師会の研修会に1回以上参加している（オンライン研修会を含む） 

  どうしても都合がつかない場合は、アドバンス助産師更新の基準に該当する研修会の参加も可とする 

【新規掲載希望の方】 

 新規開業助産師の方は以下の2点を追加します（開業初年度は掲載出来ません） 

 ①総会での自己紹介できなかったため、7月の役員会で自己紹介を予定しております。 

 ②宮城県助産師会だよりに研修会報告とともに，助産院紹介記事を書く 

 

 開業を考えている方、開業されている方、みやぎ助産師マップに載って一緒に活動していきましょう。お待ちしております。 

 配布用のマップが必要な方、新規掲載希望の方は、嶋村（haruru084@gmail.com）までご連絡下さい。 
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令和２年２月１５日(土）宮城県委託 助産師人材育成・復職支援研修事業 

「産科出血時の対応」研修会参加報告   スズキ記念病院  杉山真美子 

宮城県医師会館大手町ホールにて開催された、本研修には、約100名の参加がありました。講師は、東北

大学病院 産婦人科助教 星合哲郎先生です。「産科出血時の対応」は、私自身が普段から分娩室で勤務し

ており、弛緩出血や常位胎盤早期剥離などの事例も今までに経験しているためとても興味深い内容でした。 

統計データを用いて、妊産婦死亡率は年々減少しているものの、産科では妊娠・出産時の予期せぬ急変な

ども多くあること。その中でも産科危機的出血は妊産婦死亡率の20％を占めており、常位胎盤早期剥離や羊

水塞栓といった全身状態が急激に悪化するものが妊産婦死亡率の原因となっていること。産科の異常は予測

が難しいが、介入までの時間が長いほど予後不良になるため早期診断・介入が必要だということなどをお話

いただきました。 

 産科危機的出血の際にはJ-MELSでも学習したように、VSやSIを元に急変を感知し、

初期対応・適切な時期に高次施設に搬送を行うことが重要だと再認識しました。今回

の研修では搬送後の東北大学病院での処置の流れなども知ることができ、とても参考

になりました。 

 私の勤めているスズキ記念病院では２ヵ月に１回、グレード

Aのシミュレーション研修や輸血時のシミュレーションを行っ

ています。当院ではグレードAや輸血を行う症例は多くありま

せんが、今後も定期的に訓練を重ねて緊急時にも的確な判断や

処置ができるように。また、各々が役割を認識して適切な処置

を行えるように訓練していきたいと思います。 

 

 

令和２年２月２７日(木）「助産師および後輩教育に関連した研修」参加報告 
Andante 小野直子 

 東北大学医学部保健学科において、CLoCMiP®レベルⅢステッ

プアップ研修「助産師及び後輩教育に関連した研修」を開催い

たしました。講師は東北大学大学院 ウィメンズヘルス・周産

期看護学分野 准教授 吉田美香子先生です。夜の開催は初め

てでしたが、参加者は32名。皆さん熱心に聴講していました。 

 助産師後輩教育に関する吉田先生のお話は、新しい視点から

の助産師のスキルを捉えた内容で、大変興味深く勉強になりま

した。今後のより良い職場づくりに、大いに役立てられそうです。 今後も世の

中の情勢を確認しつつ、安全性を十分考慮したうえで研修の企画をしていきます

ので、どうぞご参加ください。  

アドバンス助産師取得・更新応援企画について   宮城県助産師会 教育委員 

 2020年CLoCMiP○R レベルⅢ認証・新規・更新申請等の日程が約2か月間延期になり、研修受講・学術集会参加、発表・実施例

数等の実績となる対象期間が2020年10月20日までになりました。 

 宮城県助産師会で企画している研修のお知らせは、ホームページ内の、アドバンス助産師取得・更新応援企画のページに

掲載しております。 

 新型コロナウィルス感染症感染拡大予防対策を取りながら、研修を開催する方法を検討しております。今期の申請に間に

合うように実施できるかはまだ不透明な状況ですので、助産評価機構のオンデマンド研修の受講も視野に入れて更新の準備

をお願いします。 

 研修は、決まり次第、随時ホームページに掲載いたします。ご覧ください。 

宮城県助産師会ＨＰ 

 アドバンス助産師取得＆更新応援企画QRコード  
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宮城県助産師会だより 

2019年度「安否確認訓練（災害に対応する訓練）」実施報告 

宮城県助産師会 災害対策委員 青山幸恵 

 宮城県助産師会ではこれまでも大災害時での支援活動を行ってまいりましたが、今後もこの活動を一層強化してまいりたいと

考えております。 

 そこで、大災害発生時や緊急事態時には会員の安全を確認後，被災地域の被害状況、被災状況、必要とされる支援等の情報収

集を行い，支援が必要と判断した場合，宮城県助産師会災害時派遣助産師を派遣（電話訪問等の在宅での活動

含む）し母児や、女性への支援を行いたいと考えております。 

 会員の皆様には、この趣旨に是非ともご賛同いただき、災害時派遣助産師の登録をお願いいたします。 

 詳細は、宮城県助産師会HPをご覧ください。右記QRコードは、「災害派遣助産師の登録」フォームです。 

会員の皆様、毎年安否確認訓練にご協力いただきありがとうございます。 

2019年度の安否確認訓練（2月4日（火）に実施）の報告をいたします。 

日本助産師会では、いつ起こるかわからない災害に対して危機意識を常に持ち続けること、災害

時の会員の安否確認を目的として安否確認訓練を全国一斉に実施しています。今回は8回目の訓練

となりました。 

2019年度は災害時の母子支援の可能性を考え「災害に対応する訓練」を目指すという通知でし

た。 

 当会では職種や職場、地域によって、各グループにはリーダー・サブリーダーを配置していま

す。2019年度は12のグループに分け活動しました。 

大災害時には災害対策本部長からリーダー・サブリーダー専用メーリングリストへ安否確認の発令を発信し、その後各グルー

プのリーダー・サブリーダーがグループメンバーの安否確認を行い、本部に報告という形式をとっています。このトップダウン、

ボトムアップ方式の連絡手法は回を重ねるごとに大変スムーズになっています。 

当会では、年1回リーダー・サブリーダー会議を開催し事例検討、災害時支援についての研修、意見交換などを行っています。

この会議は大災害時での危機意識を深め、会員相互の顔の見える関係作りとして効果を上げていると感じます。リーダー・サブ

リーダーの皆様、ご協力ありがとうございます。 

2019年度は安否確認訓練の発令から72時間までに会員192名中191名（99.5%）の安否確認ができましたことをご報告いたしま

す。機関紙を通じて安否確認訓練のお知らせをしていますが、安否確認作業に苦慮しているグループもありました。この点につい

てが、今後の課題です。 

HPでは当会の最新版の防災マニュアル（総集版）や災害時派遣助産師の募集について掲載しております。大災害が発生した際

には当会員としてどのようなルートで安否確認するのかの詳細がわかります。また実際の災害時での支援活動に是非ご活用くださ

い。今後ともご協力よろしくお願いいたします。 

災害連絡網グループ編成改訂のお知らせ 

書記補佐 山口之雪 

 塩野災害対策委員長となり新体制になりましたので、新入会会員も含めて、名簿を改訂しています。改訂内容

は、次の通りです。 

○昨年1月、災害連絡網リーダー・サブリーダー会議が開催され、「登米・志津川グループ」 

 を解体し、「大崎栗原グループ」と「石巻グループ」に分けて登録という事になりました。 

 

○人数が膨らんだ「宮城野グループ」は、「とも子グループ」へ、数名移動いたしました。 

 （所属グループは、住所ではなく勤務先で振り分けております） 

 

 会員各自、所属グループをご確認ください。 

 またメールアドレス等連絡先に変更がある会員は、必ず変更の連絡をお願いいたします。 

 （連絡は、山口までmiyagisanba@gmail.com） 

 リーダー・サブリーダーは、所属メンバーの連絡先の更新をお願いいたします。 

 

         併せまして、防災マニュアルも改訂いたしました。機関紙に同封しております。 

災害派遣助産師登録のお願い 

mailto:miyagisanba@gmail.com
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宮城県助産師会だより 

一般社団法人宮城県助産師会 
 

〒981-3298 宮城県黒川郡大和町学苑1-1 

宮城大学看護学群 気付 
 

電話:：090-2273-3834 

FAX：022-774-1970 

電子メール: miyagisanba@gmail.com 

COVID-19に関する宮城県助産師会活動のお知らせ 

書記補佐 山口之雪 

 平素より、宮城県助産師会の活動にご協力いただきましてありがとうございます。 

 令和2年度がスタートして、3か月が過ぎようとしておりますが、1月から世界的なCOVID-19の大流行が起

こり、生活が一変いたしました。 

 未だ収束の様子が見られず、この状況から年単位での対応を考えなければならなくなりました。宮城県助

産師会活動にも様々な影響を及ぼしております。 

 今後の宮城県助産師会活動について、会員皆様に以下の事業の中止のお知らせをいたします。 

  

○じょさんしフェスタinみやぎ ２０２０ 

○石巻市委託事業「親になるための教育事業」 

 

 また、日本助産師会からは、随時変わる厚生労働省からのCOVID-19に関する事務連絡がございます。この事務連絡は迅速に会員

皆様にお伝えしなければならない情報です。このため特設ページを開設し、宮城県助産師会ホームページに掲載する事といたしま

した（日本助産師会からの事務連絡/COVID-19関連バナー）この情報は、助産師や妊産婦に関する事柄です。このページをご活用

いただき、COVID-19に関する新情報を迅速に収集していただければ幸いです。 

 また、宮城県助産師会では、理事・委員会をオンラインで開催しております。今後はオンラインでできる様々な活動を展開し、

妊産婦が安心できるようなサポートを考えて参ります。また、会員皆様の取り組みやアイデアを募集いたします。この難局を会員

皆様のご協力のもとに乗り越えて参りたいと思います。 

【編集後記】 

 今回は、COVID-19の影響を受け、記事内容が限られ、写真は、以前撮影し

たものやご自身で撮影いただいたものを掲載しました。リモートでの仕事が

求められるため、新しいスタイルでの活動となります。今後の研修報告など

は、参加の方にメールで記事のご依頼をする場合もございます。ご協力をお

願いいたします。 

 新しいものを取り入れながらも、人と人のつながりを今後も大切

にしていきたいと思います。 

 最後になりますが、最前線で働いている方々に敬意と感謝を表し

ます。             広報委員 新沼映子 根本靖子 

せんだい助産師サロン活動報告 
せんだい助産師サロン代表 根本靖子 

 仙台市委託事業として2018年から始動した「せんだい助産師サロン」は今年度で3

年目になります。 

 しかしながらCOVID-19 感染拡大防止のため、2月末ののびすく若林でのサロンを最

後に未だ中止中です。 

 低月齢母子が集うスタイルの事業であるため、内容を変更し再開に向けて仙台市、

のびすく各館、助産師会の3者間で検討を始めた段階です。 

 4ヵ月育児教室も中止中のため、一日も早く再開できるよう準備を進めて参ります。再開

後、スタッフ不足の際には会員の皆様のご協力をお願いいたします。 


